第 13 回 CMC 新年フェスティバル水泳競技大会
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千葉県水泳連盟
千葉県水泳連盟マスターズ委員会
(社)日本マスターズ水泳協会 (公認番号 12 –001)
(財)千葉県体育協会
2012 年 1 月 14 日(土)・15 日(日)
千葉県国際総合水泳場(50ｍ×10 コース)
千葉県習志野市茜浜 2-3-3

種目及び競技順序
1 月 14 日（土）
① インドアサーキットスイム

1 月 15 日（日）
⑧ 1500m 自由形（注 1～5）
事前に抽選を行います
応募用紙は別紙をダウンロード
⑨ 50ｍ自由形
⑩ 50ｍ背泳ぎ
⑪ 50m バタフライ
⑫ 50m 平泳ぎ
⑬ 400ｍ自由形（注 5）

別紙参照

②
③
④
⑤
⑥
⑦

200m 個人メドレー
100m 自由形
100m 背泳ぎ
100m バタフライ
100m 平泳ぎ
400m 個人メドレー

第 1 日目(土)は午前中に①インドアサーキットスイム競技を実施するため、午後からの競技開始
となる予定です。詳しい競技時間表は第 2 次要項にてご案内致します。
注１） 1500m 自由形は事前に別途抽選を行う。
要項を確認の上 11 月 7 日（月）までに指定用紙にて応募すること。
抽選で男女各 60 名を選び、
抽選結果は 11 月 13 日頃までに当選者に返信または連絡をする。
注２） 1500m 自由形に当選した場合、本申込時に帯同計時員名を記入すること。
帯同計時員の確保が難しい場合,申込書に代理計時員要で申し込み、1,000 円を支払うこと。
注３） 1500m 出場選手が他の選手の帯同計時員を兼ねる場合、プログラム編成後に計時ができなく
なる場合がある(同組、次の組など)。その場合、プログラムの組み換えは行わないので、主
催事務局より帯同計時員の変更を依頼する(その際、新たに代理計時員を申込む場合は有料
1,000 円)。
注４） 大会当日、選手は招集所に帯同計時員と一緒に集合すること。代理計時員不要で申込をして、
予め登録していた帯同計時員が当日参加できなかった場合はレース開始 30 分前までに大会
受付に申し出ること。その場合、大会本部にて予備計時員を用意する。但し、当日申込費用
として 2,000 円を別途請求する。
注５） 1500m 自由形は競技進行上、1 コースに 2 名(両サイドからのスタート)での競技とする。
注６） 400m 自由形は競技進行上、1 コースに 2 名（両サイドからのスタート）とする場合がある。
帯同計時員は不要。
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参加資格
1. 大会申込日までに (社)日本マスターズ水泳協会の 2012 年度チーム及び個人登録を完了
した者
2. 暦年齢(2012 年 12 月 31 日現在の年齢)18 歳以上の健康な男女で定期的に競泳の練習を
している者
3. 参加者が 10 名以上のチームは土日どちらかに 1 名以上（できれば土曜日を希望）
、参加者
が 20 名以上のチームは両日に各１名以上、30 名以上の場合は土日の片方に 1 名以上、片
方に 2 名以上の役員派遣を条件とする。これ以上の参加人数の場合はこれに準じて増える。
大会当日、プログラムに記載されたチーム派遣役員が出席できない場合は、必ず代理を立
てること。複数のメンバーが交代で役員を務めることは可とする。無断欠席及び当日欠席
のチームは今後、本連盟が主催する大会には参加を認めない場合もあるので注意する事。
4. 水着の着用基準については(社)日本マスターズ水泳協会のホームページで確認すること。
年齢区分
(1) 個人種目は競技者の暦年齢(2012 年 12 月 31 日現在の年齢)により次の年齢区分によっておこ
なわれる。以降同様に 5 歳ごととする。
区 分
年
齢

18

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

18

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

24

29

34

39

44

49

54

59

64

69

74

79

84

89

94

99

競技方法
1. (社)日本マスターズ水泳協会競技規則による。
2. すべて男女別、年齢別、グループ別タイムレース決勝とする。
種目制限
1. 参加できる個人種目は 1 人 1 日 2 種目まで、2 日間で 4 種目までとする。
2. 1500m 自由形は当選者のみエントリーできる。
3. 1500ｍ自由形は年齢別に制限時間を設ける。
(ア) 50 歳以上
40 分以内で泳げること。
(イ) 30 歳以上
30 分以内で泳げること。
(ウ) 30 歳未満
25 分以内で泳げること。
注） 制限時間内にレースを終えることができないと審判長が判断した場合は、その泳者に
対し、競技を途中で中止する場合がある。
レース中止の目安は中間点を制限タイムの半分以内で通過できなかった場合とする。
表
彰
1. (社)日本マスターズ水泳協会公認種目出場者には公認された場合、協会公認記録証を授
与する(後日、競技結果冊子と一緒に送付)。
2. 男女別、種目別、年齢区分別の各上位３位までを表彰する。
3. (社)日本マスターズ水泳協会の公認長水路日本記録を突破した個人には、日本記録樹立
証を授与する。
4. FINA 公認のマスターズ世界記録を突破した個人には、(社)日本マスターズ水泳協会よ
り、世界記録突破証を交付し、その記録を世界記録として FINA（国際水泳連盟）に公
認を申請する。但し、レース 1 時間前までに事前申請書を提出し、突破後、認定員によ
る水着の確認を受け写真を撮影し、必要な証明書を提出すること。公認水着以外は認め
られない。
5. 世界記録、日本記録を更新した選手には記念品を贈呈する。
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世界記録・日本新記録
1. 世界記録突破、日本新記録樹立には公認水着着用が条件となる。
2. 世界記録の突破が予想される個人は、出場するレースの 1 時間前までに２F 受付デスク
に用意されている指定の用紙に記入の上、申請する事。
3. 国際水泳連盟(FINA)が認定している世界記録を突破した場合、その記録を FINA へ世
界記録としての公認を申請する。FINA への公認申請には計時員 3 名の手動計時記録が
必要な為、この申請をもとに計時員を配置する。
4. 世界記録チャレンジの申請が無い場合、突破した記録が世界記録として認定されない場
合もある。
5. 世界記録を突破した場合、日本新記録を樹立した場合は直ちに認定員による水着の確認
を受けること。
6. 泳者の生年月日を証明するもの、パスポートのコピー又は住民票のコピーが必要となる。
大会当日に持参し、突破後に 2F 大会受付へ提出のこと。なお、運転免許証・健康保険
証は不可とする。
異

議
競技の失格内容や状況等に異議のあるときは、そのレース終了後 30 分以内に抗議書(受付に
あり)に内容を記載し、抗議料 5000 円を添えて受付に提出のこと。抗議書の内容を大会総務
で検討し裁定する。尚、抗議書の提出はチームの責任者に限る。又、抗議内容が承認された
場合は抗議料を返金するが、抗議内容が却下された場合は抗議料を返金しない。その他、問
い合わせについては受付に申し出ること。

健康管理
1. 参加者の健康管理は本人の責任とし、各自で十分留意すること。
2. 各チームは所属する参加者について次のことを確かめること。
a. 医師の健康診断または自己申告に基づいて健康に異常がないこと。
b. 競技大会前に 1 ヶ月間以上、週 1 回以上の練習を定期的に行っていること。
c. 会場における事故等については、すべて参加者側において処置すること。
＊救護係による応急処置は行います＊
個人情報
大会に参加いただく際に円滑な事務作業を推進するためにチーム情報ならびに個人情報を
ご提出頂いております。お預かりした情報は適切かつ慎重に管理し、紛失・漏洩がないよう
努め、今大会の大会運営と大会記録管理に関する業務に利用します。また大会プログラム作
成・ランキング作成および発送業務を下記会社に委託しております。そのため大会記録およ
び登録データを通知しますが、それ以外の目的で利用することはありません。尚、今大会の
競技結果を委託先のホームページにて公開致しますので、予め御了承下さい。また不要にな
ったチームおよび個人情報書類は責任をもって破棄いたします。
委託先：㈲東洋電子システム・㈲和興・㈱柏洋
託児室
大会会場内に託児室あり。申込書をダウンロード
なお、当日申込による利用は不可。 1,000 円/１日（支払いは大会当日受付にて）
10 回連続出場表彰
申請書をダウンロード
なお、出場した種目、記録の確認は申請者各自で行なうこと
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その他
1. 参加者全員に大会記念グッズを進呈する。
2. 競技予定時間表・派遣役員へのお知らせを含む、第 2 次要項は千葉県情報システム委員
会のブログ http://blogs.yahoo.co.jp/chibaswimming に公開するとともに、大会の 1 週
間日ほど前に参加各チームの代表者あてに郵送する。
3. チーム参加費の領収書希望の場合は、返信用封筒(切手貼付)を申込書・誓約書に同封す
ること。金額・明細など、希望する項目も必ず明記すること。後日発行や再発行はしな
い。
4. 大会当日、悪天候や災害など、予測できない状況にてやむを得ず大会が中止になった場
合は「参加賞」「記録証」「申し込まれたプログラム」等は後日各チームに送付するが、
申込金の返却は行なわない。

大会申込方法
定員 ⇒ 先着 1500 名
 申込受付期間 2012 年度登録の確認書が到着した日～12 月 9 日(金) 必着・消印不可／
定員になり次第締切
 ≪Web エントリー≫と≪書面郵送エントリー≫の 2 つの方法から、ご希望の方法を選
択して下さい
 本申込の受付は各チームに(社)日本マスターズ水泳協会から 2012 年度登録の確認書が
到着した日以降となるので、速やかに新年度登録を行って下さい。
 申込書が 2012 年度の登録が完了する前(登録日が未記入)に事務局に届いた場合、受付
できないので注意
≪Web エントリー≫
1. エントリー表を Web よりダウンロード。
2. データ入力後、エントリー表を okubo@hakuyo-s.net へ添付書類として送信
データ送信は 1 チーム 1 回に限ります。追加申込・訂正は不可。
当方からメールを返信することはありません。また、各チームからの受理確認メールを
送信することは、混乱を招きますので、ご遠慮下さい。
「開封済みメッセージの要求」の確認オプションをつけて送信することを推奨
3. 合計金額をデータ送信後 3 日以内にチーム番号を入力して振込
4. 振込後、
「振込日」
「チーム番号」
「振込人名」
「振込金額」を同アドレスへメールにて連
絡して下さい。
5. 「誓約書」をまとめ、1500m 自由形出場者がいるチームは「抽選結果の当選用紙」と
一緒に 12 月 9 日までに郵送
≪書面郵送エントリー≫
1. 必要書式 1～3 をダウンロード
2. 申込に必要な書類
① 大会申込書（書式 1）：１チームで１枚
② 個人申込書・誓約書（書式 2）：１名につき１枚
③ 大会申込チェック用紙（書式 3）：１チームで１枚
④ 銀行振り込みのコピー（書式 3 の下段に貼付）
⑤ 1500m 自由形出場者は、「抽選結果の当選用紙」
3. 書類 1～5 をまとめて下記へ郵送
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≪参加費用≫
1. 個人種目

2.
3.

50m・100m・200m 種目
1 種目 1,500 円
400m 種目
1 種目 2,000 円
1500m 種目
1 種目 3,500 円
代理計時員を申し込む場合は別途 1,000 円

クラブ参加費
2,500 円
※クラブ参加費には、プログラム１部とランキング(後日郵送)１部の代金が含まれている。
別売プログラム１部・1,000 円／別売ランキング１部・2,000 円(後日郵送)
三菱東京 UFJ 銀行 新富町支店 普通 ３９９３９８２
千葉県水泳連盟マスターズ委員会 鵜原 利文 （ウハラ トシフミ）
振込人入力の際に必ず 6 桁の「チーム番号」を最初に入力・記入のこと。
入力・記入例 ⇒ １１００１４ハクヨウスイマーズ
振込手数料は振込人の負担とする

≪振込先≫




≪書類等送付・問合せ先≫

〒277-0081 千葉県柏市富里２－１ 柏洋スイマーズ内
千葉県水泳連盟マスターズ大会係
藤井
電話 080-6798-5611(月～金・10:00～18:00／土日祝・休み)
Fax 04-7172-4164
E-mail
okubo@hakuyo-s.net
「託児室申込書」「10 回連続表彰申請用紙」は上記いずれかの郵送時に同封すること
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